
[？]建物の健全性判定
技術の高度化

[防]実大三次元震動破
壊実験施設を活用した
社会基盤研究（免震建
物の日米共同研究によ
る性能実験）

[防]都市の脆弱性が引
き起こす激甚災害の軽
減化プロジェクト○サブ
プロ２（耐震工学研究）

[防]戦略推進費「気候変
動に伴う極端気象に強
い都市創り」（水防活動、
親水公園での警報、鉄
道、建設工事での避難
介助に資するシステム）

(総)電磁波（高周波）セ
ンシングによる建造物の
非破壊健全性検査技術
の研究開発

(総)石油タンクの地震・津
波時の安全性向上及び
堆積物火災の消火技術
に関する研究

(国)海溝型巨大地震等の
地震特性を踏まえた建築
物の耐震性能設計技術
の開発

(国)非構造部材（外装材）
の耐震安全性の評価手
法・基準に関する研究

(文)建築物や構造物の
耐震性の強化に資する
材料の創出

防災ハードを
整備する

施設・設備を守る

災害から人の命（と健康）を守る災害から社会を守る

サービスを提供する 生活を速やかに回復する

情報が伝達され
活用される

避難させる

リアルタイム情報収
集と被害把握をする

情報リテラシー
の向上

リアルタイム情報
の収集・発信

被害状況の把握

救助を行う
医療を提供する

災害時の
医療サービス

被災後の健康管理

救助する人を守る

個人が災害
知識を持つ

事例の蓄積と
伝承

防災教育

建築物強化
経年劣化防止

堤防・砂防ダム等
の整備

物資を準備する
初動体制を
整備する

消防体制の整備 BCP計画の策定

産業とサプライ
チェーンを守る

非常用品の提供

コミュニティ・
環境を守る

救命・救助するために災害時に必要なサービスを提供するために 速やかに日常に戻るために（ソフト）

新エネルギー開発
スマートグリッド

食料の確保

速やかに日常に戻るために（ハード）

インフラ,  エネ
ルギーを守る

耐震インフラ設計 頑健な情報網
共助による

コミュニティ維持

風評被害対策
環境回復

リスクを予測し
解明する

自然現象の解明

事前予測

危険を知るために
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インフラ関連
医療関連

医療関連
情報関連
施設関連

初動関連
教育関連

施設関連
情報関連

情報関連
ハード関連

情報関連
施設関連

予測関連
情報関連

教育関連
施設関連

初動関連
物資関連

物資関連初動関連 産業関連 地域環境関連 インフラ関連 施設関連 予測関連 教育関連 情報関連 医療関連
分
野

名
称

A→Bの矢印は「AをするにはBが必要」のフロー。「Aができると
Bができる」ではない。これは企業等で目標を達成するために必
要項目を洗い出す際、標準的に利用される「機能系統図法」の
表記を踏襲している。

<海>海洋・極限環境生
物圏領域

<海>海洋生物資源確保
技術高度化

(農)新食料供給基地建
設のための先端技術展
開事業

(農)ゲノム情報を活用し
た家畜の革新的な育
種・繁殖・疾病予防技術
の開発

(総)消防活動の安全確
保のための技術に関す
る研究開発

(総)多様化する火災に
対する安全確保

(文)自然災害対応ロボ
ットの研究開発

(文)「産学官連携による
東北発科学技術・イノベ
ーション創出プロジェク
ト（仮称）」の一部（5年
以内に実用化）

(文)「地域イノベーション
戦略支援プログラム」の
一部（一部5年以内に実
用化）

[安]戦略的創造研究
推進事業「コミュニティ
がつなぐ安全・安心な
都市・地域の創造」
（H24～H29）

[情] Web社会分析基盤
ソフトウェアの研究開発
(風評被害の低減）
（Ｈ21～Ｈ24年度）

<海>東北マリンサイエ
ンス拠点の形成

[原]環境修復に関する
開かれた研究拠点の
形成と除染手法の早期
確立・提供（H23～H32）

[原]東京電力㈱福島第
一原子力発電所事故に
伴う放射性物質の長期
的影響把握手法の確立
（H23～H25）

(環)災害廃棄物の迅速・
円滑な処理を目指した
処理技術・システムの
研究

(農)農地・森林等の放
射性物質の除去・低減
技術の開発

(環)放射性物質による
環境汚染の対策

(国)放射性物質による下
水汚泥汚染機構と対応
指針の研究

(環)災害・放射能と環境
に関する研究の一体的
推進

[環]東北復興次世代
エネルギー研究開発
プロジェクト

[環]大学発グリーン・
イノベーション創出事
業

[ナ]社会インフラ復旧、
再生に向けた構造材料
技術の開発(物質・材料
研究機構)

[情]イノベーション創出
を支える情報基盤強化
のための新技術開発
（Ｈ24～Ｈ28年度）

<海>海洋鉱物資源探査
技術高度化

<海>新規海洋資源の開
拓

(厚)水道システムに係
るリスクの低減対策研
究

[防]雪崩危険斜面のモ
ニタリング技術の研究
開発と小型雪崩予防施
設の雪崩対策効果検証
に関する研究

[防]最近の豪雪を踏ま
えた効率的・効果的克
雪対策技術の開発（防
災科研）

[防]首都直下地震防災
・減災特別プロジェクト
○サブプロ２（耐震工
学研究）

[防]都市の脆弱性が引
き起こす激甚災害の軽
減化プロジェクト○サブ
プロ２（耐震工学研究）

[防]戦略推進費「気候
変動に伴う極端気象
に強い都市創り」（水
防活動、親水公園で
の警報、鉄道、建設工
事での避難介助に資
するシステム）

(国)津波が越えても壊
れにくい防波堤構造の
開発

(国)大規模地震・津波に
対する河川堤防の複合
対策技術の開発

(国)市街地における低
コスト液状化対策技術
に関する研究

[防]雲レーダー等マルチセンシ
ング技術による局地的豪雨・
強雨の予測研究（防科）

[？]危険度判定技術の高度化

[防]都市の脆弱性が引き起こ
す激甚災害の軽減化プロジェ
クト：サブプロ１

[防]都市河川の水位急上昇，
高潮、斜面崩壊等の極端気象
に伴う水災害の発生メカニズム
研究（防科）

[防]国際地震防災研究（防科）

[防]基盤的な高精度地震火山
観測研究（防科）

[防]東海・東南海・南海地震の
連動性評価研究

[防]活断層調査の総合的推進

[防]ひずみ集中帯の重点的調
査観測・研究

[環]「グリーン・ネットワーク・
オブ・エクセレンス」(GRENE)
事業北極気候変動分野

[環]気候変動リスク情報創生
プログラム

[情]ＨＰＣＩ（革新的ハイパフォ
ーマンス・コンピューティング・
インフラ）の構築

<測>地震及び火山噴火予知の
ための観測研究計画

<海>深海地球ドリリング計画
の推進（東北地方太平洋沖
プレート境界調査・南海トラフ
地震発生帯掘削計画）

<海>地球ダイナミクス変動領域

<海>地球環境変動領域

(文)防災力の向上に貢献する
海溝型地震・津波に関する総
合調査（仮称）

(文)陸域観測技術衛星２号（Ａ
ＬＯＳ－２）、陸域観測技術衛星
３号（ＡＬＯＳ－３）の研究開発

[防]地震・津波観測監視
システム

[防]日本海溝海底地震
津波監視網

[防]強震観測データの緊
急地震速報への活用に
関する研究  ○中深層ボア
ホール強震計データを用
いた首都直下地震に対応
した緊急地震速報の
高度化

[防]XバンドMPレーダー
及び降雨・風情報のリアル
タイム作成

[防]高度降積雪情報に
基づく雪氷災害軽減研究
○数値雪崩予測に基づ
く危険度の判定
○避難、規制解除のた
めのリアルタイム
雪氷災害予測情報提供

[情]社会システム・サー
ビスの最適化のための
IT統合システムの構築
（Ｈ24～Ｈ28年度）

[情]ビッグデータに関す
る共通基盤技術の開発
（Ｈ25年度～  ）

[？]衛星を利用した監視

(国)緊急地震速報の予測
精度向上に関する研究

(国)津波予測情報の高度
化と津波防災体制の強化

(文)「緊急津波速報（仮称）」
の実現に向けた観測・研
究開発

(国)大規模広域型地震被
害の即時推測技術に関す
る研究

(総)航空機SARによる大規
模災害時における災害状
況把握

[防]３１１まるごとアーカ
イブ

[防]雪氷災害データベ
ースの整備

[防]台風災害データベ
ースの整備（台風災害
の長期予測に関する
研究）

[防]地滑り地形分布図
の整備

[情]ビッグデータに関す
る共通基盤技術の開発
（Ｈ25年度～  ）

[防]地震防災フロンティ
ア研究（防災科研）内重
点項目

（厚）大規模災害時の医
療の確保に関する研究

(厚)東日本大震災にお
ける被災者の健康状態
等及び大規模災害時の
健康支援に関する研究

[原]放射線の人体・
環境への長期影響の
軽減に向けた取組
（H24～H33）

(厚)食品中の放射性物
質に関する研究プロジ
ェクト

[防]科学技術戦略推進
費「官民協働危機管理
クラウドシステム（防災
科研）

[情]社会システム・サー
ビスの最適化のための
IT統合システムの構築
（Ｈ24～Ｈ28年度）

[防]災害リスク情報プラ
ットフォームの開発に関
する研究

[防]災害リスク情報の
利活用に関する研究
（Ｊ-ＳＨＩＳの開発、ｅコミ
の開発）

[情]イノベーション創出
を支える情報基盤強化
のための新技術開発
（Ｈ24～Ｈ28年度）

[航］各災害救援機に最
適な飛行計画を割り当
てる情報共有ネットワ
ークの構築

[情]ビッグデータに関す
る共通基盤技術の開発
（Ｈ25年度～  ）

(総)通信・放送ネットワ
ークの耐災害性強化の
ための研究開発

(文)次世代情報通信技
術試験衛星の開発加速
の検討（災害発生時の
通信手段の確保）

(文)E-ディフェンスを活
用した社会基盤研究

[防]首都直下地震防災・減災特別プロジェクト：サブプロ３（社会科学的研究）
[防]都市の脆弱性が引き起こす激甚災害の軽減化プロジェクト：サブプロ３（社会科学的研究）

[ナ] 復興特会：東北発素材技術先導プロジェクト

救急体制の整備

括弧の形状でカテゴリ分けされています。  (厚)→厚生労働省(省庁名)、  [防]→防災科学技術委員会[計評の部会・委員会]、  <海>→海洋分科会<計評以外の分科会・部会・委員会等>
グレーは公開されている「平成24年度科学技術重要施策アクションプランの対象施策について」から抜粋した省庁（文科省含む）の取り組み（ピンクはそのうち放射線に関連するもの）

救助を求める 救助を与える

センシング技術の
開発

災害に強い
都市設計

施設関連
予測関連

ハード関連

避難経路を確保するために

ケガをしないために

[安]戦略的創造研究推進事業「コミュニティがつ
なぐ安全・安心な都市・地域の創造」（H24-29）

系統図法による課題領域③の課題の整理
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